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§ 衆院選の総決 算§

一．⁝︒ 蔑謹

蒙

あたつた選挙屋の予想
いたずら書きは激減
衆議院議員の総選挙が終わったo第四区では田中彰治︵自民前︶︑

の代表として四年間の国政をになうことになった︒以下︑町の開票結

猪保活三︵社会前︶︑塚田十一郎︵自民前︶の三氏が当選酒われわれ

集教育委員会

7．1891人

7，009人

14，198人
世帯数2，758世帯

のそろった前回の五月に比べて︑

ただ時期が悪かったというよのほ
かはない︒

革新系は
ノボリ坂

︵四九七︶

︵四八七︶

︵四三四︶

互ハ八〇

璽ハ九〇

︵五一〇︶

︵五〇四︶

五七四三

※カツコ内は不信任の票

石坂修一

票総数を比較してその多いほうに 爪容勝重
きまるわけ︑この町でも全員を信 斉藤悠輔

五六七三

藤田八郎

任することになったゆ無効投票は

高木常七

任するかしないかは︑両者の投

の九︑十パーセント以上を占めたo

八百三＋三票︑このうち︑×の記

横田喜三郎五六六七

保五六〇四

河村叉介

だu選挙を何と心得ていたのだろ

ばったり式な選挙をした人が多い⁝当然のことだったのであるuこの

も︑今までのダセイでゆきあたり⁝できなかった彼らには︑きわめて

● ●

ロ
一

●

﹁オレさえ良けれ剛

さ﹂というメクラではいけないo酬
ロ
アキメクラではないくせに︑無
の
能力者をよそおって満足している

ばいい︑人はどうなってもいいの⁝

きない︒

なければならない︑ということが
の

できないo今はζうだが将来はこ鞠
ロ
うなる︑みんなのためにはこうし

〃町づくり〃の視野に立って協力⁝

トコトンまで反対する人のことだ姻

もあるo自分にマイナスのことは⁝

私利私欲がこうじたアキメクラ⁝

メクラではいけないo︑
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︵五七三︶

︵五三八︶
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五六三九

ると︑自民党が四千二百五十璽げ．︑一 十パーセント以上を占め︑欄外に

五六九一︑ ︵四八六︶

号以外にOや△を書いたものが六

三百六十三票少なく︑社会党系が︸ ×を書いたのもかなりあった︒各
産党が六＋六票で三＋三票多い︒

ぬ

衆議院と国審の用紙を同時にわた

正しい一票を行使した結果の数字⁝

喚

したことが原因しているo書きち

わった︒第四区では最下位から六

ぱがある︒目には見えて

うか︒投票率は前回を大きく下ま

はじまつた十月末以前の出かせぎ

もそれを理解できない人

マサッをさけ︑役員にもならず︑⁝

もある︒ほどほどにツメをかく
コ
して︑みんなのあとを要領よくあ
の
ゆむ人のことだ︒顔を小さくして

のことだり〃読み書きソ

ロバン〃だけの問題では

り

重大な岐路に立たされていたoそ

育がすすみ︑公明選挙運動が徹底

いたずら書きが激減したo社会教・ 番目であるoこれは︑不在投票が

投票総数 七一四一︵七四一一︶

け影響したかはとるに足らない09
金をたくさん便った候補者や︑い⁝

裁判官の

世間を知らないアキメクラがあ

人の世話もしない︒こうして金た⁝

一九六〇

めるニセメクラでもいけない︒ ⁝
ロ
はてさて︑失礼なことを申しあ髄
じ

げてしまった︒やがて︑

にはシヤバの風にふれでみること山

コ
年は暮れる︒ひとりよがりの考え
ロ
でいると︑激しい時代の進歩には
ほ
ついて行けないo毎日ノホホンと鞠
ロ
暮らすことだけはやめよう︒たま⁝

だ︒社会教育の会にも組を出して川

⁝きらって常会にも行かない︒社会
ロ
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はしない︒グループ活動などマツ

0
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⁝人としての教養を身につけようと

⁝ピラ・それでいて・ヲタシは知

盛

たメクラに笑われてはいけないo

8駐鵬冒O鱈駒80■■0■9巳8昌願■嘱0909・礪騨0■●一90︐・0鳳
●．
■ロ59

裁判官の国民審査は信任が全体 識人なんだよ﹂とうそぶくような
■

全員を信任

ヘ ロ

ない︒仕事のほかはいっ

く

のためか︑毎回の選挙に見られた

内閣﹂や﹁浅沼さん﹂と書いた人

がえたものが三十六票︵十三票増 であり︑革新系がノポリ坂にある⁝
じ
︶あり︑臼票は約二倍の四十三票 ことはいなめないoが︑川西町と的 むかしむかし 七人のメクラが
O
もあった︒無効を承知で書いたも しては︑これくらいの変化で保守 象にさわった︒足をなでた者は﹁
O
のが七票ある︒神聖な投票所にソ 革新の伸ぴをうんぬんするだけの加大きな柱だ﹂と雷い︑耳にさわっ
シラヌ顔ではいってきて︑ ﹁池田． 意味はないようだ︒党を意識し︑⁝た番は﹁大きいウチワだ﹂と言っ
国の将来を考えて投票した人より伽た︒それが動物であることを理解

ピ

かつた︒県選管の捲示で

党派別の得票数を前回に比較す

ノ！

みよう︒学ぶ者はつねに有能であ蜘
じ
るはず︑耳を﹁ウチワだ﹂と言っ

．しゃくしたらいいだろうか︒

よくあたった︒この事実をどう解⁝動きにうとい人のことだ︒人中を

㎜リとまではいかなくても予想外に⁝る︒ いちばん身近な︑部落や町の

﹂とのたまう︒その予想が︑ピタ⁝

︐うなものさ︑だれには何票はいる

よくなっても︑無効票が多くなる⁝
さいノータツチo広報は
0
だけでは意味がない︵この町にも 読まず新聞は三面だけ︑ たまにき
0
いわゆる選挙屋と呼ばれる人があ鞠く昌．ジオは浪花節︑ にもかかわら
9
﹁当選者も順位もきまったよ ず︑自分がアキメクラだとは決し
●
て思わないo・

防止も考えもの︑投票率がいくら⁝町

薙論飛鯨鑓鋭贔胤づ

じ

者が圧倒的に多かったため︑人手

七〇二一︵七三二三

た研修会の一・コマである。

し︑住民の政治意識が向上したと

有効投票
︵八八︶

社会教育はすすむ

投票率
一二〇

社会教育に関係吟ある団体が手をつなぎ、
人づくり、部落づくりを推進して住みよい町
にすることを誓い合った。
千手小学校にて一…高橋虎義撮影

無効投票

候補者別得票数
二〇二九︵二〇九三︶

田中彰治 二四〇〇︵二六四九︶．

猪俣浩三

へ三〇︶㎜

︵五八七︶㎝

塚田十一郎一八五〇︵一九六四︶﹄
木原正雄
三三八
六六

鈴木吉治郎 三三八
島泰治

高まつた
政治意識
今回の総選挙は︑農業政策や所㎜
得倍増などはもちろんのこと︑安﹃
保条約 批准後 の日本 が︑・ 国民の 総︸

信

みることができる︒前回に比べて

計

四五三八七 ︵四〇二九︶

（12月｛日現在）

．計

男
女

二千七百五票げ．枇二十五票多く︑箕﹂ 裁判官の信任得票数は次のとおり

（町長中村壮吉》

ように思われる︒ぞくに浮動票と川話を笑う人は︑この欄を最後まで
ヨ
いわれる階層にとっては︑安保の 読んでいただきたいo
ロ
問題やテレビ討論の結果がどれだ
アキメクラということ

果をお伝えし︑ふりかえってメスを加えることにいたしたい︒

開票の結果

印刷所臼南風社
定 価 1部5円

編

八三％へ八七％︶

八五六五︵八四九五︶

一…人口の動き一
真剣なまなざしが思わず爆笑に変わった。
さる11月13日、町のリーダー120名が参加し

理解で

麩

意によつて身の振りかたをきめる．

毫

人

有権者数

発行所川西町役場
発行者川西町
無効が多

鵯

※カツコ内は前回執行のもの︒

寺
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ー町議会報告ー

災害復旧費一千四百万
分担金条例とともに可決

さる十一月十一日に招集された第九回臨時会は︑懸案の七月災害に
対する町営復旧事業関係の一連の議題を中心として︑ほかに伝染病舎
関係規約の一部改正およぴ継続審査中の講願一件︑新規の請願四件が
審議された︒八月八日の臨時議会において︑橘地区から提出された〃

町営による災害復旧工事の請願〃が採択されて以来︑町当局では鋭意
これに対する準備を進めていたが︑国の査定を終わったもののうち二
十四地区一千四百四十九万円を第一次分として特別会計を設定し︑こ

した合計額であるo

費総額から国庫補助金を差じ引い

においてさる十月二＋八日に公聴︐

ーセントに当たる額・で︑長期起債

験者の意見を聞いて原案を作った

A︑罫を開き︑利害関係者及び学識経

として借り入れるものであるo

ものである︒なお︑すでに町村営
災害復旧事業を実施している中里

いわゆる地元負担金の八十パ

起債︵町債︶を差し引いた残額で

繰入金十六万八千円︑これは一

村や十日町市の例等も参考とされ

分担金百五万三千四百円︑これ
は事業費総額から国庫補助と長期
各受益者から徴収する額である︒

時借入金の利子に当てるため一般

町︵三十四年度︶の死亡

と︑悪性新生物によるも

者数の死因別分類による

っている︒一番多いのは

のが十九名で二番目にな

り一般にはガンと呼ばれている病
なお︑将来もし地方交付税が交 気は︑五十才前後の人がほとんど

を可決したものであるo

られた結果︑原案を了としてこれ． のある数字だ▲悪性新生物︑つま

一年きりの統計でしかないが興味

二色灘慰魏葺歌編

当たっているo

事業費に対して約七パーセントに

会計から繰り入れる額で︑才出の

たもので︑これらの経過について
増田委員長から詳細な報告が述べ

町債四百十九万円︑﹄これは事業 ・公債費と符合する︒

原案作成に慎重な手続き
根拠となるものが分担金条例であ

浅沼事件以来︑青少年に刃物を

刃物を持たせるな

腸が痛む︑つねに胸やけがして便

付されなくなった場合は︑長期起

町営災害復旧事業を実施するた

側の受益者にとっても︑徴収する

るが︑これは分担金を徴収される

持たせない運動が全国的にもりあ

で

めの資金は︑その大部分を国庫補

側の町財政にとってもきわめて重
要な利害関係があるので︑その制

■分担金条例の成立ま

に依存するほか︑長期起債と

定については特に慎重を期するた

が黒い︑こういった症状の人はま

ンは︑このままの状態でいくと十

ってまかなわれる︒また長期起債

がっています︒あなたのお子さん

であるo不治の病とされているガ

の償還についてはその九＋五パー

っている︵

め︑公聴会を開くことが要件とな

債の償還についてはその全額を受

セントが地方交付税として国から

り合いでまんえんするおそれもあ

るそうだ▲ガンが多くなったのは

ントについてはやはり年々受益者

例については︑地方自治法の規定

今回提案された川西町分担金条

ているかもしれませんo犯罪を未

だってかかりやすくなった︒たば

ずガンの危険があろうo婦人もめ

れる︒やせる︑食事に関係なく胃

診断法が進歩したせいだともいわ

事務雑費は役場で必要な旅費︑

から分担金として徴収することに

事現場において工事の施行を監督 ．各受益者から徴収する分担金によ

︑年後には十二︑三人にひとりの割

労務費その他で︑＋三万三千九百

するために必．要な消耗品︑備品︑

交付されるので︑残りの五パーセ

は十三万六千四百五十一円となっ

俊一

文雄

長男

一ジウムを使った物理療法がある︒

中仙田︒ たっていない▲レントゲン線やラ

昇天−御めい福を祈る

原沢

監霊蟹墓竃ー醤ー冨ーーー竃属盛聾圏この病気とされ︑将来の見通しも

消耗晶その他の事務費で︑その額

赤谷

桐山から

小脇

坪山から

中仙田

＋日町から

8

ら 見 れ ば ︑ そ の 四 分 ︑ の 一 にも満た

ーーー

あまりにのぼる七月災害の総額か

ー

沖立から

伊友

ー

にもはっきりわかっていないのが
ー竃

こが原因だろうとも聞くo医学的

ー

︵川西町保護司会︶
5

柄沢

赤谷

新婦

新婦

神社町から

新婦

ヒサ
新婦

赤谷から

櫃間冨雄

ー

さい︒
新郎

匿監蜜

然に防ぎ︑不艮化を防止してくだ

来るまでの蒔借入金に対する型戸籍の窓から
子に当てるもので︑＋六万八千円騨
となっている︒
一

高橋ヒサヱ

登坂作一
中央町

新郎

新郎

＋日町から

新婦

大井紳一

下平新田

新郎

庭野アヤ子

以上合わせて一千四百四＋九乙たかさご1御円満に

新郎

ーー

に基づいて所管の産業経済委員会

年度以降にまわされる見通しで︑

ない額であるつ残りの大部分は明
今回は特に急いで施工を要する分
について計上されたものであるが

才 出

㎝

騨新婦

繭◎

一
︸︑
円である
カ︑このうち公債費を除口 新郎
鱈◎
いた額は二十四地区の設計額の合一 新婦
新郎

計となる︒

才 入
以上の事業費に対する才入は︑

新郎

山谷から

東善寺

餌薬学の面で︑悪性の膣瘍を外見的

一ガスが薬のきっかけとなった話も

皿に萎縮させ︑病状を好転させた毒

一ある︒が︑いずれも治療に対する

騨▲いま残されているのは病状の早

噸決定的な効果は期待されていない

︸で︑町でも潜血反応検査︑健康調

一期発見ということでしかないよう

麟査を同時に実施して初期の症状発

茂男 岩瀬
四一
皿といっても︑この種の問題は自分
︵戦時死亡宣告による︶一で自分のからだに対する解答を出

︵戦時死亡宣告による︶圏見につとめている︒町が実施する

四六三 七五七七
一五葦〇七四一九

その内訳は次のとおりであるo

才出の災害復旧費を大別すると
④公債費の四つに分けられる︒こ

①本工事費②工事雑費③事務雑費

負費であって︑二十四地区の合計

のうち本工事費はいわゆる工事請
額は予算総額の九十七パーセント

小臼倉

羽鳥手恵子

うぶ声−御す二やかに
上野

小臼倉から

室室野雀木輿沖沖
鳥島口岸落町立立

ロ

ロ

コ

ロ

にあたる一千四百五万一千六百九

①国庫補助金②受益者からの分担顧◎新婦
コ
金③町債④一般会計からの繰入金一新郎
一◎

田村賢太郎

江口貴代栄
によ ってま かなわ れる︒

鱒 新婦

事業費の主体であるが︑地区の内

星名富江

円である︒これがいうまでもなく

◎

◎
上野から

上村チカ

下
室平沖木
新
島田立落

愛正キ忠
基子義イー
国庫補助金九百七万八千六百円一 新郎
一◎
これは農業用施設に対して六＋五一 新婦

蚤萎婆妾

累柳灘露

パーセント︑農地及ぴ関連工事に噸 新郎 押木 一雄 元町
清水幸子
作治 越ケ沢 至ハ 一すべさだから︑検体︵大便︶の提
◎
茂野宏行
新婦 相崎ノブイ 沖立から
音吉
越ケ沢
六八 一出が多けれは喜ばしい︒ ︵Z︶
ー ーーーー置9冨ーー5−5ーーーー 督ーー麗冒6誓蟹蟹ー冨ーーーー冨 ー竃畢5置霧匿ー蟹匿冨ーー冨ーーー
◎

対して五十パーセントとして算定剛

川川

訳は橘地区二＋︑上野地区一︑仙

・田地区三と橘地区が圧倒的に多い

工事雑 費は事業主体︵町︶ が 工

キー礼幸初
イ郎子i春枝等
＿一一出＿
ノ、

一

謙離鹸

作友忠欣

高佐野小田山相柄
橋藤沢海口崎崎沢
義ト喜利モ正とト
平イー則ッ次きメ
登

崎崎 坂

◎

◎

◎

公債費は補助金や長期借入金が嘱ー置ー冨5冨ー冨暫憲5ー竃醒霊

なる︒これらの分担金を徴収する

益者が負担することになる︒

四＋円︒

れに伴う分担金条例とともにこの議会に提出したもので︑いずれも原
案どおり可決された︒

第一次分は
二十四地区
一千四百四十九万円という今回

るさと

ている︒

の災害復旧予算も︑総計六千百万

た、

が︑コツソリと危険な刃物を持っ

助金

（2）
ア

2 6号
刻

（驚線雛昌）
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昭和55年12月10日

．．⁝：・ツメ跡は消えな い；：：

平和 を願う老夫婦
あととり三人を戦争で

はなかった︒唱﹃ひとり死なせた︑

を受け︑ことしの十月二＋一日付 死した︒実家は︑ただひとり生き

ての戦時死亡宣告による取り扱い

帰らぬ人が
まだふたり

さる二十七日︑高橋義平︵室鳥

︶さんo兄の丑太郎さんが中支で

牡丹江でソ連軍に激突して戦死と

したo昭和二十年八月十五日に︑

︶さんの週骨が無言のお国入りを

京平さんがルソン島で︑十一さん

◎木落の山家直治︵とおごろう．

務係長︶が継いでいる︒

男の直治さんがソロモン海域で戦

口にしたテイさんは子をうしなっ

これで人なみになったのだ﹂こう

たのである・

んも︑ついに生きては帰らなかっ

で死亡とみなされることになった● 残った長男の一男さん︵町役場庶
最後まで生存を信じてきた茂男さ

た親の悲しみをかくして︑残され

ふたりの帰る日を待つようにな

ったとりつ︒が︑それからまもな

くのこと︑次男の慶助さんが︑満

二男の達男さんが北太平洋で戦死

︶さんo長男の健一さんが北支で

んは︑長男の政栄さん夫婦と孫三

推定されたものo実家の母ノイさ

紺治さんとテイさんは︑こうし

ッメ跡は消えていない︒この町に

◎下原の須藤イセ︵きそうえん

がニユーギニアで戦死した︒

て人の何倍もの苦しみを味わった

実家は四男の良平さんが継承

三男の春芳さんが内地で戦病死し

悲しみにたえて
孫たちと

をあげて泣いた︒慶助さんは

ったティさんも︑山小屋の中では

してその悲しみを口にはしないの

そして人の何倍も働きながら︑決

慶助さんが︑＋一年には衛さんが

て平和に暮らしていたが︑現地で

花嫁をむかえ︑二男一女に恵まれ

アールの水田を耕作している︒

﹁

︵赤岩小六年︶を相手に︑五十七

ある誠君︵仙田中＝年︶と民基君

である︒現在︑慶助さんの遺児で

南海上で︑四男の佐久治さんがイ

で︑二男の正一郎さんが釧路の東

ん︒弥作︵亡夫の弟︶さんが清国

息を断った︒当時現地の越盟軍が

して入隊︑二十年九月に仏印で消

さんo昭和十六年四月に現役兵と

になったと思いあきらめました︒

イさんは言うo ﹁子どもたちのこ

﹁よく頭がグレなかった：﹂とテ

ちぱんの働き者でとおっている︒

んが継いだ︒

戦死したo実家は末っ子の六郎さ

省で︑三男の勝栄さんがビルマで

リアナで︑二男の懸治さんが広西

んだ︶さん︒長男の源作さんがマ

明︑生存説も強いといわれる︒

山にいた◎それ以後のゆくえは不

で嫁入り︑同年七月には北鮮の元

さん︒二十年四月に渡満して現地

期

︵橘農夫︶期

ようか︒町がだんだん良くなって欺
いくときです︒すり替えた人は反双

省してください︒

手続きはどうした欺

ある夜のこと︒学校へ映画を見

この春むすこに嫁をむかえ︑戸欺

双

替えられた長ぐつ

こうつ×××XX××××xx×XX××xxx×Xxメ×xx××xXx×X×X×x×××x×Xxxx××欺

四人もなくした．
人がある

ぶやいた紺治さんのことばに︑平燃
和への願いがこもっていた︒
欺

戦争はもうごめんです﹂

とは︑生まれ変わった日本の礎石

◎中仙田︵ばんねん︶の小林乙

ないとのことo生存説もある︒

◎坪山へおとまつ︶の中村松栄

＋三年にはアサさんが生まれて円

ふたたぴ召集を受けて帰らぬ人に

もあり︑︐これに加盟したかもしれ

日本軍に入隊を勧めたという事実

﹁もしや・・﹂と

◎原田の丸山リク︵しんや︶さ

満に暮らしていたo

ンパールで戦死︑実家は三男の精

戦後もすでに十五年︑だがあの

人を相手に暮らしている︒

して大陸にわたった人︑内地から

召集解除後に仙田開拓団の一員と

誓つて国を
出たむすこ

二郎さん︵町役場勤務︶が継いだ

紺治さんは明治二＋二年十一月

﹂と言い︑きようも七月災害の

誠と民基がよく働いてくれるので

この親にしてこの子ありのたと

夏だったo遺骨が帰ったのはその

え︑四人がみんな働き者で成績も

なったものoヘメ未亡人が︑三児
を連れて引き揚げたのは七年前の

の 生 ま れ︑岩瀬の紺屋の長 男 に 育

査してもらった︒

生存をたしかめたい﹂という紺治
さんは︑あらゆる手をつくして調

それからという9の︑ ﹁茂男の

死亡宣告

長男にも

後である︒

◎新町新田の若山リト︵ほうえ

良く︑人もうらやむほどの家庭だ

が日ましに苛烈をきわめ︑三人と

った︒茂男さんにそろそろ嫁ばな

も歓呼の声に送られて行った︒長

しが出ようというころ︑あの戦争

ジ︶のテイさんと夫婦になり︑大

だった︒二十七才のとき隣家ヘカ

正八年には茂男さんが︑十年には

女のアサさんは︑出陣まぎわの登

坂茂︵田中︶さんにとついだo武

は思いながらも︑心の中では生き

運長久を祈る紺治さんが︑盆おど
りにきれいな声をきかせたのもこ

ていてくれることを願ったoが︑

照会の返事が小だんすにいっぱい

のころだったという〇

三男が比島で

に︑終わって帰ろうとし

たまっても︑茂男さんの消息をつ

した︒玄関のゲタだなに
x燃に行きま長
ぐつを入れて置いたの

かむことはできなかったのである
茂男さんは昭和十六年七月に応

年︶に散った金子熊吉︵大倉︶さ欺
んほか四百九＋四名の戦没者があ欺

この町には︑西南の役︵明治十欺

次男は満州で

召︑模範兵として牡丹江の幹部教

××X×××

X×××XX×××XXX××

X××

××X

××××

X

︵仙田若いオジジ︶期

X×XXXX×X×

い︒

しています︒当局は善処してくだ欺

ンな目で見られはしないかと心配欺

かえているアネサを︑人様からへ罧

家族のひとりとしてあたたかくむ以

期

籍上の手続きをすませました︒と器
ころが︑予防注射などの通知や選欺

長い戦いは終わった◎子どもた

ぞき︑三人以上の犠牲者を出した欺
て
いたのです︒わたしの
家は次のとおりであるo
x
は買ったばかりの新しい
欺
◎木落の田ロアヤ︵さくべえ︶×くつでした︒腹がたつ前に︑わた
×
さん︒二男の二男さんが内海西部欺しの地区にはまだこんな悪い人が
×
で︑三男の三男冶さんがルソン島欺いることを悲しく思いました︒子

たら

で︑四男の良太さんが黄海で︑ 五期どもたちが知ったらどう思うでし

姓で実家にとどけられるのです︒

わたしのくつがあり

ちの仲間がぞくぞくと帰って来る

育隊に入隊したが︑ソ連の参戦に︑ る︒このうち前記の登坂さんをの燃
より国境に出動した︒二十年の十

ません︒そこには人の︑

﹁うちの子もやがて：﹂ 四年間
をそう待ちわぴた紺治さんに悲し

月までシベリアにいたらしいこと

挙の入場券は︑いまだに結婚前の欺
い第一報があった︒三男の衛さん

クタビレタくつがはいっ

が︑比島の山中で戦死したという

はわかったが︑それ以後のゆくえ

︐左から誠君︑テイさん︑紺治さ

のである︒

こうして紺治さんのなげきとは

は不明で何の手がかりもなかった

さめてくれる人はあっても︑靖国

別に︑茂男さんは川西町ではじめ

﹁気の毒に；﹂となぐ

ん︑民基君︒遺影は左から慶助さ

の父や母として生きられる時代で

町の声

った︒達者でよく働き︑青年団の
幹部を勤めたりして村の模範青年

づくりにとりくみ︑いまも村い

た。

ある︒このなげきの人は︑岩瀬の登坂紺治︵七十才︶さんと妻テイ︵
ん ななく し た 悲 し み は あ ま りにも深いo

六十四才︶さんのふたり︒お国のためだったとはいえ︑あと継ぎをみ

はまだ帰らない次の人たちがある

一月＋日のこと︑冷たい雨の暮れがたにむすこの魂が帰ってきたので

た十五年だったo ﹁どこかに元気でいる︒きっと帰ってくる：：﹂た ．洲の陸軍病院でなくなったという
だそれだけを信じて生きた老夫婦に︑ その最後の夢も消えた︒さる十 知らせがあった︒涙一つ見せなか

次男と三男を戦争でうしない︑生死不明の長男に望みを託して生き

た
大声

ん︑茂男さん︑衛さん︒

ξ

なげきの登坂さん一家

田 ：
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即⁝： ．︑︑︑︐︐︐︐たちあがる青年団．︐︐−︐︐．︑・︐⁝︐︐︐・．

㎜組織づくりはもうできた

︑・︐︐︐︐−．6・．︑・−︐︑︒︐．皿

︸

一・⁝⁝︐︐︐︑⁝−︑︐．︐︑−︐︒︑．今後は部落の活動に重点︐︐・︐︐︐︐・・︐︐噛

ことしの町青年団連絡協議会は︑さる十一月十三︑四日に農業セン
ターでひらかれたあの指導者研修会をもって︑組織だった活動が﹄段

落した︒あとは四地区の連絡がほとんどうすれがちになる冬期を︑文

現在︑町の協議会に参類してい

らない間題でもあるようだ︒これ

たち青年団がよく考えなければな

認識不足をせめる以前に︑わたし

きもある︒これは︑批判する人の

る単位青年会の数は三十にのぼる

からの活動に期待しているo

額の金をもらった﹂と批判するむ

わけである︒これは︑青年団の必

が︑活鋤の基礎は部落においても

てもよいことで︑偶然ではない︒

要性がとかくの論議をまきおこし

地域にかたよった観念を青年の手

があったという点はとくに指傭し

たことに対する町の青年の解答で

年団自身の立場でいうと︑再建の

あるはずだし︑先般の研修会でも

でぬぐいさるのは近いことだと思

道をふみ出したという事実になる

この点は再確認されている︒

う︒その意味から具体的な事業で

今後の実績発表大会などが︑全町
的な視野にたった問題のスタート

の場として運営されることを考え

町主催の戊人講座を︑次の地域

団︑中央町︑元町︑野口︑下原︑

で開設することにきまった︒一分

書くことにまとまりのないまま

ている︒

成人講座を開設

町の掲示板

これからの
活動に期待
・新しい青年団の組織について特

化部が機関紙﹁青年﹂を発行すれば︑当初に計画した事業のすべてを
完了する︒ことしの活動があるていど成功をおさめていることを︑年
織の基礎をおいている点である︒

岩瀬︑期間は一月から三月まで︒

二十一日に︑役場で青少年問題

青少協の総会

結論めくが︑青年団の有用性を証

対策協議会の総会をひらく︒中越

従来の組織では︑四地区の各連合

徴とするのは︑部落の青年会に組

村︶

ほぼ達成でぎたという解しゃくにおきかえ︑当事者の立場から二︑三
︵北

度はじめの〃青年団の組織をしっかりしたものにする〃という目標が
の点でふりかえってみることにしたい︒

要性をうたいあげることは案外む

する事実は数多くある︒しかし
青年団に足がかりの比重が重かっ．
青年自身の主観的立場からその必

たため︑形の上ではともかく︑内
容的にはややもすると町の青年が

な組織づくりに一応のメドをつけ
・ていたていどの状況だったと思う

ありがたかつた

児童相談所の高木所長を招き︑青

◎＋五日

ラジオ農業学校

少年の不良化防止について懇談︒

ずかしい︒たとえば︑わたしたち
の恋愛論がしばしば物がたり的に

一致してという目的の達成をかく

なってしまうようなものかもしれ

うりみがでていた︒

十万円︵こう書くと反論する団員もある
青年団といえば︑ことし特筆し だろう︑単独でもつっぱしれる形

新しい組織の結果として︑部落

ないのであるo進行の過程ではつ

中

金山

俳痩

田

一風

柏樹選

半藤

○見覚えし掛大根の家とだけ

岩瀬

金子湖月

枯れてゆく菊に支えの棒残り

枯れいそぐ臼樺林池の面に

中仙田

小林遊人

猿すむという峰つyき冬めける

越ケ沢

小川辰治

午しかたの違い家々大根干す

霜条

大海臼濤

薪を割る霰ぼげしくなりにけり

下原

丸山仁子

八海に三たび雪来し萱を刈る

新町

若山恭庸

下宿する子の荷造りや暮早し

★

◎講座・学級・会議・出張・そし

★

②よい豚の子のとりかた︒ことし

★

煙草完納おえて子らへの冬仕度．

果が一番でていたのは︑農業セン︐ かみにくい問題だと思う︒どんな

はもっていた︒しかし︑青年が協︑

ってもきりのない仕事︑目には見

が社会教育なのですねo

えなくてもたいせつな仕事︑それ

てこの原稿書きでした︒いくらや

拠出制の国民年金は︑四月一日

から適用される︒被保険者の届け

②シメ

出はことし中に社会係りへ︒

新年の俳句募集

①新年雑詠を五句以内

キリは本月末③はがきで霜条の

④入

選旬をかわにし俳壇に掲載する︒

金山柏樹師あて投句のこと

役場の正月休み

コし
曇口

た︒でも︑その全部を掲

かんにんしてください︒

後載できなかったのです︒

集◎仙田の婦人会のみなさ
編ん︑ご希望の講座は校区

一月以降に︑部落

単位に開設できないこと

の学級へ伺うことにいたしますコ

になりました︒

◎これが根雪になるのでしようか

人 事

務に支障のないかぎり︑二十九日

庁 内

さんが︑＋二月一日付で社会係り

みなさま︑どうぞよいお年を︒

きれいさっぱりにしてくださいo

しもあとわずか︑未整理のものは

を命ぜられた︒国民年金を担任コ

太田真代︵みちよ庶務係り︶

師はすの風が身にしみます︒こと

から三日までお休みをいただくo

二十八日は役場の御用納めo業

◎﹁これだけはゼヒ；﹂と頼まれ
たことも山ほどありまし

届け出は年内に

ンターで反省会を兼ねて行なう︒

①にわとりの解体コ

単位で協議会に参加することの効

面噸

の集合研修はこれが最後︑農業セ

結果は︑昭和三十五年度の育成

なくてはならないできごととして にはなっていたのだから︶
育成講願の問題があった︒
もちろんやれるだけの事業計画

ち

カわにし

ものか︒そして︑ややもすると︑
て活動もしない青年団が多

撮影……・・押木秀治

墨つoこの会の参加者間に親しみ

開田開畑をはじめ、農林道や公共建物の敷
地を整備し、無雪道路の実現などに活躍する
本格的に動くのは1月から。

ターで行なった研修会であったと

板鋼製運転．室．をふくむ）だ。

感じていた時期といえる︒ここま

価格は520万円（排1瓶、レーキ板・除雪

力し︑助けあう必要こそしみじみ

町当局としても︑当時青年団が

．纈

町のブルドーザー

いう名目で五万円︑合わせて＋万

事業は一つの形にすぎないような

もっていた組織づくりに対する精

広くした︑町づくりというレール

町でブルド…ザ…を買った。写真がそれ、

金として五万円︑さらに再建費と

の間の事情は本紙︵七月号︶にく

感さえいだいたものだ︒機運とし

円が交付されることになった︒こ できたとき︑一般が実績と認める
わしく述べられているから︑こと

こまかにふれる必要はない︒が︑ て︑補助金問題を解決する時期だ

神的な脱皮を︑大きな実績として

ったからだろう︒

くまで活動実績をみてからのこと

青年団に対する助成についてはあ

認めてくれたものと信じている︒

これまでの町当局の考えとすれば

が あ っ たと聞いている︒

つ

町づくりを
にな

て

という・ここ一両年の基本的な線

で︑それならば請願当時︑青年
団には町当局の考えにそうような

育成請願の採択を経て︑青年団

実績があったかというとそれはな

いo ただ わ れ わ れ の 中 で ︑﹁ 組織

の活動が一つのレールの上にのっ

の上にのったと解してもよいo胃

騰

灘

をしっかりとして活動への可能性
いう意欲 の も り あ が り ︑ それと数

をふくんだ青年団にするんだ﹂と たことはいうまでもない︒視野を
回にわたる会合によって︑具体的

明

「さし

難

（4）

オ26号

（驚繰鵬）
し

に

わ
カ』

報
広

昭和ろ5年12月10日

